
平成13年度 編纂室の一年 

 昨年の秋、七崎地区に残っている藩境塚ー八戸

藩と盛岡藩の境界塚ーの調査を行いました。同地

区の十日市喜代治さんから案内してもらい、浅水

川右岸の山中に２基、左岸の通称・替地山に５基

ほど見つけました。右岸は七崎神社の南西、標高1

20ｍ付近にあります。２基のうち、１基は盛岡藩、

もう１基は八戸藩の築造と伝えられています。盛

岡藩の塚はかなり崩れていましたが、八戸藩の方

は高さ90㎝もあり、形状をとどめています。 

 この他にも、盛岡藩領内の郷境塚が、左岸の七

崎坂上にありました。 

 今後、残された藩境塚があれば、調査を進めて

いきたいと考えています。 

｢再発見！身近な自然｣発表会を開催 
参加者からの質問多数、大いに盛り上がる 

 平成13年９月、自然編におけるこれまで

の調査成果の第１回発表会が八戸市児童科

学館で行われました。 

 市民の鳥として親しまれているウミネコ

や普段は何気なく見過ごしている小動物、

昆虫、そして現在は失われてしまった北沼

の植物など、スライドを交えた調査員の解

説に、約50人の参加者からは盛んに質問も

出されていました。 

 自然編の刊行は平成16年度を予定してお

り、単に現状だけではなく、自然と人との

かかわりや環境保全的な立場からも考察し

ていきます。 

 今年も10月５日（土）に開催する予定で

す。  
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 近・現代部会では八戸市内外において明治から

高度経済成長期までの様々な資料の収集に努めて

います。 

 平成13年度は前年度に引き続き東北大学所蔵民

事判決原本資料調査を実施し、明治時代の様々な

八戸に関する判決資料を確認しました。 

 また、国立公文書館・三菱研究所付属三菱史料

館・東京大学経済学部図書館が所蔵する八戸関係

資料を調査しました。調査した資料には、明治期

の八戸地方の商業に関する記述が多数含まれてお

り、今後の研究結果が待たれます。 

 さらに、13年度より図書館が所蔵する明治～戦

前までの新聞調査がスタートしました。 

 今年度は、市外にある八戸市出

土遺物調査と市内の中世城館跡調

査を実施しました。出土遺物調査

は、青森市にある県埋蔵文化財調

査センターに行き、櫛引遺跡や弥

次郎窪遺跡の遺物を借用し八戸で

写真撮影する作業を７月と11月の

２回行いました。県外では関西大

学で所蔵する是川遺跡遺物の調査

も実施されました。 

 城館跡調査では専門家の指導の

もと、パワフルに野山を駆けめぐ

り、新田（新井田）城、櫛引城、

風張館の３ヶ所の現況を調査しま

した。そして左図のような縄張り

図を各城館ごとに作成し、現在、

その範囲確定の作業を進めていま

す。 

 14年度は、引き続き市外にある

出土遺物調査や、新田城の堀部分

の試掘調査を予定しており、中世

の八戸に思いを馳せています。 

原始・古代・中世部会 

 近世部会では古いお家を訪問して江戸時代の資

料を調査しています。 

 『八戸市史』のために資料を調査することは大

切な仕事です。しかしそれだけではなく、資料を

保存し、後の世代に残していくことも私たちの重

要な仕事です。資料を見せて下さるのは侍や商人

の子孫の方が多いようです。その反面、特に農業

や漁業関係の資料がなかなか集まらないのが悩み

です。古い資料は墨で草書体で書かれていて読み

にくいので、ややもすれば忘れられ、最後には紙

くずとして処分されてしまうようです。処分する

前にぜひ私たちに連絡を下さい。 
 資料を調査する範囲は何も八戸だけには限りま

せん。盛岡市立中央公民館へ八戸関係の資料調査

のために、また福島市の新田家へ新井田家の資料

調査に行きました。なお江戸を中心に八戸藩時代

の産物がどのように流通していたかという交易調

査などもしています。 

近・現代部会 

新田城の縄張り図 

13年度寄贈の近・現代関係資料より 

明治～大正期の写真を収めた村井家（吹上）アルバム 

近世部会 

２ページ 八戸市史だより 第３号 

新井田家資料調査（福島市・新田家） 

部会短信 



資料寄贈者 
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 八戸の歴史双書は「八戸市史」の本編とは別の趣旨で刊行するシリーズです。 

 一つは断片的に取り上げたのでは、資料価値が生きてこないものを資料集としてまとめた「復刻シリー

ズ」です。もう一つは個別のテーマを分かりやすくまとめた「読み物シリーズ」です。 

 平成13年度は、「復刻シリーズ」として『八戸の神社寺院由来集』と、「読み物シリーズ」として『八

戸の安藤昌益』を刊行しました。 

自然・民俗・文化財部会 

民 俗 

 13年度は小中野地区と中心

市街地の聞き取り調査を実施

し、現在ではすでに廃止され

てしまった「遊廓」など貴重

な話もありました。14年度は

鮫・湊地区の調査を行いま

す。 

文化財 

 本格的な調査はこれからで

すが、旧家調査からの情報を

もとに家屋等の調査を行いま

す。  

自 然 

 16年度に市史第

１弾として刊行さ

れ る 予 定 で、目

下、編集作業に取

り組んでいます。                                           

 また現在、市内

各地区で動植物の

生息調査や地質調

査などを実施して

おり、興味深いも

のが見つかってい

ます。 動物調査の風景（9月） 

八戸の歴史双書 

 

  

以上 完売済み 

復刻シリーズ 

「八戸南部史稿」   平成11年12月発行 

「八戸藩士 系譜書上」平成13年2月発行 

読み物シリーズ 

「八戸藩の歴史」 工藤  祐董 著  平成11年12月発行 

「八戸の民俗芸能」阿部  達  著  平成13年2月発行 

  小田八幡宮や法霊神社、対泉院や
来迎寺といった神社やお寺の由来を

まとめたもので、八戸の社寺の言い

伝えや成立を知る上でも貴重なもの

です。 

八戸の市史双書 復刻シリーズ 

八戸の神社寺院由来集 

Ａ５判・346ページ 

販売価格(税込) ２,９００円 

八戸の市史双書 読み物シリーズ 

八 戸 の 安 藤 昌 益 

 青森県文化財審議委員の稲葉克夫

さんが、昌益と八戸資料の関わり、

昌益の思想と人、医学についてわか

りやすく書き下ろしました。 

Ｂ６判・193ページ 

販売価格(税込) ８００円 

 編纂室では、江戸時代の手

紙や書付などの古文書類、明

治時代以降の文書や写真類と

いった、ごく一般的な資料を

収集しています。お宅に眠っ

ている資料がありましたら、

どんなものでも結構です。ご

連絡をお待ちしています。 

お宝募集 
 

 平成13年度に資料を

寄贈してくださったの

は次の方々です。 

 

 

 

 

 

市川 文之さん 

大澤 康孝さん 

栗村 知弘さん 

接待  香さん 

高橋  満さん 

中道 利男さん 

野田 康夫さん 

村井 裕道さん 

      50音順 

 

 どうもありがとうご

ざいます。 

 資料は大切に保管し、

今後の活動に生かして

いきたいと思います。 

刊行物のご案内 

背景：七代八戸藩主信房公畔李 筆 掛軸（市川家文書） 



№ 文書・資料名 資料内容 数量 備考  

 1 新羅神社文書 神社調        1   

 2 昭和20年代青森県内地図       1   

 3 高橋家文書（新井田） 大福帳        1   

 4 栗村氏所蔵資料 東洋捕鯨㈱資料        1 寄贈  

 5 盛田氏収集文書（七戸町） 神社資料       1   

 6 中道家文書（長苗代） 八戸市大地図（昭和初期作成）       1 寄贈  

 7 稲葉家文書（売市） 系譜        2   

 8 佐々木漁子家文書（白銀） 明治期漁業台帳        3   

 9 村本家文書（湊） 漁業資料        3   

10 大澤家文書（長者） 大澤多門関係資料        4 寄贈  

11 願栄寺文書（十一日町） 由来書・梵鐘拓本       10   

12 三島神社文書(白銀） 日記・由来書等       11   

13 村井家文書（吹上）・写真 泉山醤油会社等写真       13   

14 松橋家文書（尻内） 地券等       14   

15 三菱史料館所蔵資料 八戸共商会関係資料       16   

16 高橋家文書（十一日町） 戦前写真       17   

17 新羅神社文書（購入） 祭事関係費用帳簿       18   

18 高橋家文書（白銀） 明治期台帳      19 寄贈  

19 黒坂家文書（十日市） 地券等      24   

20 堀内家文書（南部町教委保管） 三戸郡誌等      24   

21 本覚寺文書（十一日町） 図面・刊本類     25   

22 松田家文書（櫛引） 幕末期資料     41   

23 橘家文書（松館） 地券等     44   

24 市川家文書（糠塚） 八戸藩関係資料     51 寄贈  

25 市川家文書（糠塚）・掛軸 掛軸     55 寄贈  

26 村井家文書（吹上） 藩政期商家資料・写真     70 寄贈  

27 御前神社（小中野） 由来書等    101   

28 須藤家文書（売市）・刊本 刊本類    112 寄託  

29 八戸大学図書館所蔵神山文庫 八戸市勢要覧等    119   

30 大久保隆允家文書（長者） 大久保源太郎の日記    123 寄託  

31 接待家文書（妙）・刊本・写本類 写本（軍事関係）     171 寄贈  

32 大久保寛家文書（長者） 証文類     201   

33 蛇口家文書（根城）・刊本     226   

34 船越家文書（新井田） 刊本類など    232 新井田・吉田氏所蔵  

35 東京大学経済学部図書館所蔵資料 八戸関係企業営業報告書    243   

36 伊東家文書（柏崎） 藩政期商家資料    345   

37 船越家文書（沢里） 刊本類等    396 寄託  

38 岡田家文書     493   

39 接待家文書（妙） 軍事書状類・絵図類    676 寄贈  

40 蛇口家文書（根城） 八戸藩関係資料    711 平成10年度に別個に49点調査  

41 野田家文書（多賀台） 明治期八戸関係資料等    820 寄贈  

42 須藤家文書（売市） 八戸藩政期資料  約1,595 寄託  

43 八戸大学図書館所蔵神山文庫(神山氏収集資料）     約20   

44 関家文書（類家） 証文・関春茂関係資料等   約290 寄託  

45 源家文書（根城） 刊本類    約30   

46 八戸藩領・九戸郡伊保内村広屋文書     約31   

47 国立公文書館所蔵資料（県史未撮影） 八戸市都市計画・学校設置関係    約63   

                                                                 13年度収集整理資料点数     約7,468 点  

 10年度～13年度資料総計   約35,082 点  

平成13年度分 収集・整理資料一覧 
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